
さ行

電話番号

537-0022 大阪府大阪市東成区中本1-5-31 06-4980-9124

437-1101 静岡県袋井市浅羽2419-1 0538-23-1121

011-818-8888

03-3541-1945

370-3104 群馬県高崎市箕郷町上芝688 027-371-7000

011-818-8888

420-0859 静岡県静岡市葵区栄町3-9　朝日生命静岡ﾋﾞﾙ　8F 054-255-2001

03-5838-1613

317-0073 茨城県日立市幸町1-4-9　赤津ﾋﾞﾙ　2F 0294-33-6951

532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-29 06-6393-5673

706-0012 岡山県玉野市玉3-1-1 0863-23-5871

915-0872 福井県越前市広瀬町131-20-2 0778-23-0086

C90023459 西東　雅浩
　

C90019876 齋藤　誠
三井造船特機ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　工作部　製缶ﾊﾟｲﾌﾟ工作課

C00002925 齋藤　正樹
㈲中庄機工　

C90014696 齋藤　博務
㈱ｻﾝｾｲﾒﾝﾃﾅﾝｽ　保守部

C00001571 齋藤　史弥
　

C90020173 斉藤　英一
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　新宿支店

C00002021 齋藤　秀行
泰榮ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　SESｾﾝﾀｰ　産業ﾌﾟﾗﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90021985 齊藤　剛仁
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　保守部

C00000325 齊藤　努
　

C90032828 齋藤　大輔
㈱ﾏｲｸﾛｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　ｴﾚﾍﾞｰﾀ事業部

C90019459 齋藤　隆
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東京支社　新宿支店　検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90030638 齊藤　真吾
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　中部支社　東海支店　静岡営業所

C90032583 齋藤　俊
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　青山支店

C90034119 齋藤　正太
　

C90031113 斎藤　尋
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　ｻｰﾋﾞｽ課

C90027141 齊藤　修史
　

C90020809 齋藤　正壽
天井設備㈱　修理部

C90013635 齋藤　茂穂
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　銀座支店　品質保証課　検査係

C90034697 齋藤　茂幸
ｲｰｹｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　営業本部　CS課　ｶｽﾀﾏｰ技術係

C90022472 齊藤　和利
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ部

C90022536 齋藤　一良
　

C90032823 財津　政樹
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　東京東営業所

C90016915 齋藤　栄治
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東京総支社　赤坂営業所

C90018740 三枝　秀敏
　

C90005545 幸田　眞德
㈲ｴﾑ･ｴｽ･ｲｰ　

住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

C90023393 齋川　康夫
㈱ｼﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ　工事部
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さ行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

011-818-8888

143-0011 東京都大田区大森本町2-8-10 03-3763-7326

011-818-8888

737-0045 広島県呉市本通6-7-10 0823-23-5695

113-0034 東京都文京区湯島2-10-10　ESSﾋﾞﾙ 03-5802-6551

116-0002 東京都荒川区荒川7-19-1　ｼｽﾃﾑﾌﾟﾗｻﾞB館　6F

03-5940-2952

011-818-8888

791-8042 愛媛県松山市南吉田町623-2

068-0833 北海道岩見沢市志文町1015　北海道ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ遊園地内 0126-22-2121

C00004164 榮　貴史
㈱ｴﾚｹｱ　関西支店　東大阪統括営業所　保全係

C90033329 堺榮　佳嗣
空知ﾘｿﾞｰﾄｼﾃｨ㈱　北海道ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ遊園地　遊園地事業部

C00003764 坂上　雅人
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　三河支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課　刈谷営業所

C90017820 境　信
ﾏｰｷｭﾘｰｱｼｪﾝｿｰﾚ㈱　熊本検査課

C90020873 酒井　義照
米工特機㈱　特機部　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ課

C90031338 堺　英人
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ部

C90014602 坂井　広康
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　品質保証部　検査課

C90033633 酒井　信行
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　首都圏支店　甲信営業所　ﾒﾝﾃﾅﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟ1

C90013921 境　久志
泉陽興業㈱　東京支社　技術部

C90027040 酒井　立矢
㈱ﾍﾟﾑｽ　技術部

C90034315 坂井　伸成
　

C90033585 酒井　茂治
㈱ｲｰｴｽｴｽﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ　ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ

C90018219 酒井　修一
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　品質保証部　検査課

C00000339 坂井　数幸
ｻﾉﾔｽ･ﾗｲﾄﾞ㈱　東京支社　工事ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90028632 堺　繁樹
㈱ｺｰｴｰ　設備保全部

C90010359 坂　光博
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　中央支店

C90018504 酒井　功
大星ﾋﾞﾙ管理　ﾆｯｾｲFM部

C90032796 佐伯　俊昭
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　技術部

C90024960 佐伯　俊哉
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　関西支社　神戸支店　兵庫統括営業所

C90009547 齊藤　義根
　

C90025333 才野　昌嗣
㈲MS工業　

C90022322 齊藤　祐輔
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　東京南支店　品川統括営業所

C90023674 齊藤　幸雄
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　西日本支社　福岡統括営業所

C90013371 齊藤　稔
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　品質部

C90032338 齊藤　康弘
　

C90024540 斉藤　光俊
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　西東京支店　八王子営業所
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さ行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-1-1　博多新三井ﾋﾞﾙ　7F 092-413-5566

493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田7ﾉ通り64-2 0586-52-5584

640-8301 和歌山県和歌山市岩橋1631-6

640-8301 和歌山県和歌山市岩橋1631-6

541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町4-3-9 06-7525-5142

329-1412 栃木県さくら市喜連川1114

790-0053 愛媛県松山市竹原2-3-18 089-945-5763

802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1　AIMﾋﾞﾙ　7F 093-551-2937

460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-18-22　名古屋ATﾋﾞﾙ　2F 052-223-1214

C90017195 坂本　雅裕
　

C90024289 坂本　猛
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東日本支社　品質･検査部

C00000849 坂本　広行
　

C90022199 坂本　隆行
　

C00000426 坂本　拓也
ﾏｰｷｭﾘｰｱｼｪﾝｿｰﾚ㈱　製品安全統括部　熊本検査課

C90023205 坂本　省一
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　名古屋支社　技術課

C90013714 坂本　貴浩
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　四国支社

C90027436 坂本　考平
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　三河支店　業務課　検査係

C00002306 坂本　怜志
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　兵庫支店

C90022972 坂本　清文
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　四国支社　愛媛支店　技術係

C90031821 坂本　賢一
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　北九州支店

C90033220 坂村　雄太
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　四国支社　愛媛支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ課　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ係

C00001479 坂本　和也
　

C90023665 坂田　真吾
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　鹿児島支店

C90027103 坂庭　浩
ｼﾝﾃｯｸｽ㈱　ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ　開発部

C90035192 坂下　晃太郎
　

C90016266 坂田　清
阪和興業㈱　機械部　ﾚｼﾞｬｰ施設課

C90015349 阪口　孝
㈱阪口ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　

C90022464 坂口　広光
　

C00003870 榊原　貴生　
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　宇都宮支社　郡山営業所　技術課

C00003156 阪口　大祐
株式会社阪口ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　

C90019601 榊　保男
ﾜｲｽﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ㈱　

C90024444 榊　亮一
　

C00004757 坂上 亮太
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川支社　神奈川西支店　小田原営業所　保守ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00001455 榊　孝輔
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　九州支社　福岡支店

C90017243 坂賀　隆
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　徳島営業所
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さ行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1　AIMﾋﾞﾙ　7F 093-551-2937

098-862-4235

160-0022 東京都新宿区新宿4-3-17　FORECAST新宿SOUTH

116-0002 東京都荒川区荒川7-19-1　ｼｽﾃﾑﾌﾟﾗｻﾞB館　6F

150-0002 東京都渋谷区渋谷3-25-18　NBF渋谷ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾛﾝﾄ　13F

224-0026 神奈川県横浜市都筑区南山田町3941-5 045-591-4291

700-0975 岡山県岡山市北区今2-18-20 086-250-3441

011-818-8888

004-0847 北海道札幌市清田区清田七条4丁目14-3 011-881-7977
C90010168 佐々木　崇

　

C90034750 佐々木　健司
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　青山支店

C00003383 佐々木　隼介
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ部　ｻｰﾋﾞｽ2課　厚別ﾁｰﾑ

C00002632 佐々木　啓太
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　秋田営業所

C90014207 佐々木　賢一
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　新宿統括営業所

C90015837 佐々木　克巳
　

C90027667 佐々木　公博
㈱三好ｴﾚﾍﾞｰﾀ　岡山支店　保守課

C00004391 佐々木　歩
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　渋谷支店　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ一課　2係

C00004798 佐々木 克典
　

C90021708 笹川　かおる
　

C90021052 佐々木　淳
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　品質保証部　検査課

C90023351 迫田　智一
　

C90023490 笹岡　裕充
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　四国支社　松山統括営業所

C90034279 櫻井　祐介
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　品質保証部　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90035329 左古　聖悟
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　中部支社　北陸支店

C90033055 櫻井　慧
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　東京支店　保守部

C90035384 櫻井　研二
　

C90030545 佐久間　英憲
　

C90022093 佐久間　盛次
㈱沖縄特電　業務部

C90031091 﨑中　俊行
㈲ｼﾞｮｲﾃｸﾉ　

C90008669 佐久間　昭
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　福島営業所

C00000223 鷺坂　明弘
　

C90034403 﨑田　大輔
㈱ﾋﾞﾙｺﾑ関西　

C90026831 相樂　武治
酒巻電気工業㈱　鉄構部

C00002835 佐川　徳規
　

C90010325 坂本　光弘
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　北九州支店
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さ行

電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

011-818-8888

226-0019 神奈川県横浜市緑区中山1-22-6　三和ﾋﾞﾙ　4F 045-482-7121

026-0054 岩手県釜石市野田町4-3-4 0193-23-7238

221-0856 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町4-5-4　古屋石油ﾋﾞﾙ 045-317-8030

221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町1-7　横浜ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ内

980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-3-1　TMﾋﾞﾙ 022-215-7071

010-0955 秋田県秋田市山王中島町16-39 018-863-1640

370-3104 群馬県高崎市箕郷町上芝688 027-371-7000

254-0911 神奈川県平塚市山下269-101　ﾒｿﾞﾝ久保田Ⅲ 0463-72-8315

731-3169 広島県広島市安佐南区伴西4-2220-1 082-848-2251

870-0907 大分県大分市大津町1-20-38

860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町9-24　住友生命熊本ﾋﾞﾙ 096-356-6231

358-0035 埼玉県入間市中神605-5 04-2936-0397

C90023825 佐藤　一徹
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　兵庫支店　尼崎営業所

C90026908 佐藤　彰純
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　千歳営業所

C90003955 佐藤　勲
　

C90028354 佐竹　公樹
　

C90030720 貞弘　大輔
ﾘｭｳﾃｯｸ昇降機㈱　北九州営業所

C90033190 左少　浩之
日本昇降機㈱　大分営業所

C90011696 貞包　譲
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　熊本支店　業務課　品質保証係

C90027670 笹本　幸志
　

C90023625 笹山　眞司
東洋ﾘﾌﾄ製造㈱　ｻｰﾋﾞｽ課

C90026109 笹田　幸司
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　九州支社　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00005146 笹本 晃央
　

C00004611 佐々木 允也
㈱ｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾛﾒﾝﾃﾅﾝｽ　

C90013448 佐々木　充広
　

C00000926 佐々木　博之
　

C90034695 佐々木　征利
ｲｰｹｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　営業本部　CS課　ｶｽﾀﾏｰ技術係

C90035040 佐々木　仁
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　2課1係

C90033541 佐々木　博朗
㈱東北ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ　

C90011989 佐々木　寿浩
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　横浜支社　みなと支店　検査課

C90009333 佐々木　仁
日本ｵｰﾁｽ・ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　東北支店

C90026086 佐々木　智之
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　秋田営業所

C90016836 佐々木　伸雄
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　首都圏支社　大手町統括営業所

C90032990 佐々木　寿彦
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　横浜支社　技術課　工事係

C90024564 佐々木　稔弘
JFEﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ㈱　倉敷事業所　保全ｾﾝﾀｰ　機械ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部　ﾌﾟﾗﾝﾄ工事室

C00003936 佐々木　威洋
㈱日本ﾋﾞﾙﾃｸﾉｽ　神奈川営業所　技術部

C90030563 佐々木　哲也
　

C00002325 佐々木　貴大
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ部
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

144-0033 東京都大田区東糀谷6-5-1

532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30　ﾆｯｾｲ新大阪ﾋﾞﾙ

011-818-8888

03-3436-5117

114-8553 東京都北区滝野川5-5-3

06-6658-8047

273-0005 千葉県船橋市本町2-7-9　ﾃｨｰｴｽｹｰﾋﾞﾙ内 047-431-5271

410-0872 静岡県沼津市小諏訪1-5 055-927-2645

730-0805 広島県広島市中区十日市町2-5-18 082-295-5093

044-812-5266

003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条2-4-3 011-811-2680

010-0001 秋田県秋田市中通2-3-8　ｱﾄﾘｵﾝ内 018-836-7880

490-1406 愛知県海部郡十四山村鍋平3-76 0567-52-1174
C90010965 佐藤　年昭

　

C90033759 佐藤　哲朗
JR九州ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　北九州機械事業所

C90013450 佐藤　徹
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　秋田支店

C90005329 佐藤　忠明
北海道輸送機工業㈱　

C90013465 佐藤　達也
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱　札幌営業所

C90015913 佐藤　孝行
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川支社　川崎支店　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90020949 佐藤　孝之
㈱八洲機電　ｴﾚｹｱ部

C00001107 佐藤　高寿
㈲ｴﾑ･ｴｽ･ｲｰ　保守・営業

C90033688 佐藤　孝文
中国昇降機ｻｰﾋﾞｽ㈱　工務部

C00000836 佐藤　大貴
　

C90013320 佐藤　孝
㈱東静ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ　

C90031132 佐藤　真吾
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　船橋支店　FS1係

C00002987 佐藤　晋
㈱ｴﾚｹｱ　東日本支店　東京西統括営業所

C90034365 佐藤　奨
ｻｲﾀ工業㈱　品質保証本部　ﾌｨｰﾙﾄﾞ品質保証部　法定検査ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C00004713 佐藤　旭蕾
阪神技研㈱　

C90032776 佐藤　純
ﾀﾞｲｺｰ㈱　技術管理部

C90031214 佐藤　純也
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中部支社　静岡支店　業務課　検査係

C90031465 佐藤　光司
　

C00004146 佐藤　秀
ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ北海道㈱　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ部

C90015229 佐藤　景一
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　西東京支店　品質管理部

C90025608 佐藤　公一
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　田町支店　品質保証課　検査係

C90009841 佐藤　清
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　北支店　新大阪営業所　検査課　検査2係

C90033434 佐藤　潔
株式会社ﾒｲｷｺｳ　東京支店　東京営業課

C00004557 佐藤　風志
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　昇降機ﾓﾀﾞﾆｾﾞｰｼｮﾝ課

C90025484 佐藤　和正
㈱石井鐵工所　羽田事業所　生産技術本部　工事部

C90033671 佐藤　英治
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

141-0032 東京都品川区大崎3-5-2　ｴｽﾃｰｼﾞ大崎　111号室 03-5437-0316

190-0022 東京都立川市錦町2-4-2　CB立川ﾋﾞﾙ　3F 042-540-1441

220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2　横浜ﾌﾞﾙｰｱﾍﾞﾆｭｰ　3F

812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-7-6

963-8002 福島県郡山市駅前2-11-1　ﾋﾞｯｸﾞｱｲ 024-922-8959

493-0004 愛知県一宮市木曽川町大字玉ノ井字宮前67-1 0586-87-0717

760-0080 香川県高松市木太町608-30

370-0601 群馬県邑楽郡邑楽町鶉752-4 0276-88-8888

730-0051 広島県広島市中区大手町2-7-10　広島三井ﾋﾞﾙ　10F 082-504-1059

050-3406-3172

C00005009 佐藤 亮介
　

C00002082 佐藤　慶典
　

C00000503 佐藤　芳行
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　兵庫支店

C90025681 佐藤　雄司
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　日本橋支店　品質保証課

C90034799 佐藤　雄太
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　福島中央統括営業所

C90018597 佐藤　有
よつば機械設計　開発/設計

C00002040 佐藤　佑樹
日成ﾋﾞﾙﾄﾞ工業㈱　東京ﾒﾝﾃﾅﾝｽｾﾝﾀｰ

C90012080 佐藤　泰則
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　山形営業所

C90009147 佐藤　泰正
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　中国支社　広島支店　品質保証課　検査係

C00001671 佐藤　正弥
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　北東北支店　青森支店　八戸営業所

C90021700 佐藤　安夫
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　中国支社　品質管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

C90033488 佐藤　祐晃
㈱関東ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｽﾃﾑ　保守部

C90014297 佐藤　政美
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　青森支店　八戸営業所

C90019108 佐藤　文彦
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関越支社　新潟支店

C90025672 佐藤　誠
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　臨海支店

C90014837 佐藤　廣行
　

C90027422 佐藤　博行
㈱ｴｲﾍﾟｯｸｽ･ﾖｼｲ　

C90030702 佐藤　宏
日本昇降機㈱　製造部　電気課

C00001715 佐藤　寛人
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　福島支店　FS課　FS係

C90026666 佐藤　宏紀
日東ｴﾚﾍﾞｰﾀ製造㈱　保守部

C00001877 佐藤　寛
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　東北支社　仙台東営業所　ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ係

C90034155 佐藤　直樹
　

C90028074 佐藤　英之
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　神奈川支社　横浜支店

C90014484 佐藤　俊之
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　北海道支社　技術部　技術課

C90022264 佐藤　友規
ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　立川支社

C00003293 佐藤　俊哉
ﾀﾞｲｴｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　
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電話番号住所

勤務先・所属部課名
登載番号 氏名

520-3248 滋賀県湖南市菩提寺西4-11-11 0748-74-1280

408-0111 山梨県北杜市須玉町穴平1585 0551-42-2358

600-8352 京都府京都市下京区岩上通高辻下ル吉文字町457 075-822-0420

776-0001 徳島県吉野川市鴨島町牛島明治開2322-25 0883-22-3800

812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-7-6

063-0812 北海道札幌市西区琴似二条2丁目4-10 011-611-6968

331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町235-1 048-663-2052

867-0068 熊本県水俣市浜松町5-15 0966-63-2270

706-0012 岡山県玉野市玉3-1-1 0863-23-2606

810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-8-41　福岡朝日会館　10F 092-711-9203
C90010323 三小田　修

三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　福岡支店

C00003347 澤村　昭仁
豊田実業㈱　

C90026592 参川　耕太郎
三井造船特機ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　工作部　機械設備課

C90032052 澤野　充
　

C90014100 澤邉　正
㈲埼玉昇降機　

C90024839 澤田　直弥
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　関西支社　兵庫支店

C90023860 佐和田　実
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　兵庫支店　検査部　尼崎営業所駐在

C00002768 澤田　和麻
　

C00000301 澤田　智弘
　

C00002394 澤口　寒太
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　青山支店

C90024036 沢口　光重
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　東日本支社　釧路営業所

C90028362 澤川　哲哉
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　首都圏支社　銀座支店　品質保証課　検査係

C90034845 澤木　康継
㈱八洲機電　施設課

C90030758 猿渡　久夫
三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱　九州支社　福岡支店

C90020225 澤井　稔
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　西東京支店

C90017228 佐原　圭一
朝日ﾃｯｸ㈲　

C00003889 猿渡　達己
日本昇降機㈱　ｻ-ﾋﾞｽ部

C90026785 佐野　良
東和ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱　

C90029431 佐野　亮治
京都ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　品質保証部

C90024353 佐野　康則
濱田重工㈱　君津支店　舞浜営業所

C90031518 佐野　靖仁
　

C90015662 佐野　茂
㈲佐野技研　

C90020780 佐野　祥治
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　関西支社　京都支店

C90022968 佐野　栄次
京都ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　

C90022188 佐野　康治
　

C90018118 里田　泰之
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱　西日本支社　品質･検査部　検査課
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C90021983 三條　一暢
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